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よみがえる滝山城 

ＮＰＯ法人 滝山城跡群・自然と歴史を守る会 
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１．定例活動（滝山城跡の遺構の景観回復と景観維持活動）   

日付 実施場所（活動時間 9:30～15:00） 

４／２０（日） 小宮曲輪南・竹林 

５／１８（日） 小宮曲輪南・竹林 

６／１５（日） 三の丸周辺の大手道清掃、小宮曲輪南・竹林 

６／２９（日）★ 小宮曲輪南・竹林 

７／２０（日） 本丸南・腰曲輪～弁天池 

８／１７（日） 弁天池とその周辺 

８／３１（日）★ （降雨予報のため活動中止） 

９／２１（日） 「八王子・３名城めぐり」の浄福寺城下見兼見学会を実施 

 注) ★印は、今年度より設定した「準・定例活動日」（第５日曜日）です。 

   

２．滝山城跡見学会と滝山城跡ボランティア・ガイドなど 

日付 内容 主催または依頼者 参加者 

４／  ２ (水) 滝山取材のガイド 角川書店 ２名 

５／１４ (水) 滝山城跡見学のガイド 生活協同組合コープみらい ２４名 

５／１７ (土) 春の滝山城散策ツアー 道の駅八王子滝山、滝山城跡文化協会 9 名  

６／  １ (日) 八王子・三城めぐり 八王子研究団体連絡会(片倉城・滝山城・八王子城) ２４名 

６／２４ (火) 八王子城跡・滝山城跡見学会 所沢市柳瀬公民館 ３２名 

８／２１ (木) 滝山城跡視察のガイド 滝山観光推進を考える会  ７名 

 

 

平成２６年４月～９月度の活動 

 

5/18 小宮曲輪南・竹林の作業 
この時は、まだ竹が生い茂っている状態
でました 

6/15 小宮曲輪南・竹林の作業 

この日の活動で竹の伐倒が進み、竹林が 
明るくなっています 

9/23 時点の小宮曲輪南・竹林の状況 

伐った竹を切り揃えて整理し、遺構が確
認できるようになりました 

 
6/１八王子・三城めぐり 

 （八王子研究団体連絡会） 
   「」 

5/17 春の滝山城跡散策ツアー 
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5/14 滝山城跡見学のガイド 
（コープみらい） 

 



 

  

 

 

  

３．第１０回歴史講演会 

９月２８日（日）（1３:00～16:３0）八王子市加住市民センター・多目的室で第１０回歴史講演会を開

催しました。第１部は三池純正講師による『実像・黒田官兵衛』、第２部は中田正光講師による『秀吉の平

和戦略と小田原征伐』でした。 

当日は、一般参加者６６名、会員３４、関係者１名の計１０１名で、会場は満席となりました。講演終

了後に参加者に記入いただいたアンケートでも好評をいただきました。 

講演資料の製本、会場設営、会場案内、書籍頒布など会員のご協力により講演会は無事終了しました。  

 

４．城郭学習会 
第１回城郭学習会は、５月１１日（日）に「寺の城」「村の城」として、岩井堂の城郭(秩父市下影森)、久

昌寺の城郭(秩父市久那)、天徳寺の城郭(秩父市吉田久長)、浦山城(皆野町金沢字浦山)を見学しました。 

北条氏照の弟・氏邦の支配領域であった秩父地方は甲斐・武田氏と峠を挟んで対峙する境目にあり、境目

紛争が起きると、峠を越えて侵入する武田勢による略奪行為におびえていました。こうした略奪の危機から

身の安全や財産を守るために、寺はご本尊などを持って逃げ込めるよう裏山などに「寺の城」を築き、村人

は人が入らないような山奥に「村の城」を築いて、いざという時の避難場所としました。 

「寺の城」や「村の城」は斜面を削った壁や、尾根を断ち切る堀切などの簡素な構造のものが多く、曲輪

も小規模なものが多く見られます。 

中田正光さんは、「寺の城や村の城は「城」を考える上でとても重要です。誰もが行かない小さな城にこそ

城の原点があるので、こうした城を大切にしていきたい。」とおっしゃっています。  

 

 
「岩井堂の城郭」 

26 番札所の奥の院・岩井堂と２７番札所
の大淵寺間の尾根を断ち切る大堀切です 
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「天徳寺の城郭」（街道より遠望） 
街道からは見えない位置（左の山陰）に

村人の避難場所が隠れています 

「天徳寺の城郭」 
山頂には、本尊などを持って寺が避難す
る狭小な「寺の城」の曲輪があります 

三池講師は、体調がすぐれないという

状況でしたが、予定通り講演をしてい

ただきました 

 

「岩井堂の城郭」 
峠道を抑えるための尾根は２本の堀切に
よって堅固な防御が施されています 

「岩井堂の城郭」 
「長者屋敷」とも呼ばれ、細い尾根の最高

所に本丸があります 

中田講師は、用意していただいた手作
りの説明書きをホワイトボードに貼り
出しての講演でした 

「天徳寺の城郭」 
山腹にある広い空間に、村人は牛馬まで

も連れて避難したのでしょうか 
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７．滝山城跡ハイキングコース等清掃業務を受託しました 
５月２２日(木)に、公益社団法人八王子観光協会より滝山城跡内の「ハイキングコース等清掃委託作業」を

受託しました。この作業は、「貴重な遺構の残る滝山城跡を魅力ある観光資源として発信するため、草刈を中
心とした清掃活動により景観を保ち、滝山城跡の魅力向上を図る。」というものです。  
作業は小宮曲輪から山の神曲輪までのハイキングコースのゴミ清掃と下草刈りで年４回実施します。 
第１回目作業は６月１５日(日)に小宮曲輪から三の丸にかけての大手道沿いの清掃作業を実施しました。  

１２．平成２５年１１月～平成２６年１月の活動予定             （平成 25 年１０月

３１日現在）   
日付 時間 活動 内容など 

11 月１日（金） 9：20～１１：２０ 滝山城見学のボランティア・ガイド 
八王子市立加住小中学校・ 

中学部一年生 

11 月４日（月） 10：00～１５：００ 
「自然体験講座（滝山城跡の自然観察

と歴史探訪）」のボランティア・ガイド 

八王子市北部地区環境市民会議 

主催 

11 月 17（日） 9：30～１5：0０ 定例活動（景観維持） 弁天池・周辺その２ 

11 月 2４日（日） ９：００～ 第２回城郭学習会 由井野城、小田野城他 

12 月 1 日（日） 13：30～１6：４０ 第９回歴史講演会 会場 八王子市加住市民センター 

12 月 1 日（日） 1７：30～ 第１回臨時総会 会場 八王子市加住市民センター 

12 月 1 日（日） 18：３０～2１：００ 忘年懇親会 会場 「割烹 志村屋」 

12 月 15 日（日） 9：30～１5：0０ 定例活動（景観維持） 本丸西・出丸周辺 

1 月 19 日（日） 9：30～１5：0０ 定例活動（下草刈り。景観伐採） 場所 未定 
 

６．平成２６年度通常総会を開催しました 
５月１８日（日）加住市民センターで平成２６年度通常総会を開催しました。 
(1) 平成２５年度の事業報告書・活動報告書と活動計算書等の財務書類が承認されました。 
(2) 平成２６年度の事業計画書・活動計画書・活動予算書が承認されました。  
(3) 役員の改選について、齋藤剛健理事、溝内紳之理事が退任され、中野智志さんと金子健太郎さんが新た

に理事に選任されました。その他の理事および監事は再任されました。 
また、通常総会後の理事会において、西山富保理事長と尾熊治郎副理事長が再任されました。 

 

５．滝山城さくらまつりに協力しました 
  ４月５日（土）に滝山城跡文化協会主催の「滝山城さくらまつり」に本会も協力
しました。当日は好天に恵まれ、会場の中の丸には多くの人が訪れました。 

出版物の販売、甘酒のサービス、舞台の設営や解体など、多くの会員の皆様の参
加をいただきまして「滝山城さくらまつり」を無事に終えることができました。  

ご協力ありがとうございました。 

８．「滝山観光推進を考える会」が発足しました 
「滝山観光推進を考える会（以下「考える会」）が新たに発足し、７月１４日（月）に八王子市役所本庁舎

において、第１回会議が開催されました。 
「考える会」は、滝山城跡や道の駅、美術館などの加住地域の観光資源を活かして観光振興を図ることを

目的として、学識経験者、地元関係団体、市民などで構成されるもので、本会からは西山理事長が「自然・
歴史・教育関係団体の代表者」として参加しています。 
８月２１日（木）には「考える会」の委員による加住地域の観光施設等視察があり、道の駅八王子滝山か

ら滝山城跡までのガイドを実施しました。 
「考える会」は、今年度中に観光振興計画を策定する予定になっています。  

 

９．本会の公式ブログを開設しました 
７月２４日（木）に本会の公式ブログを新規開設（管理者は理事の中野智志さんです）しました。 
ブログとは、インターネット上で記録する日記のようなもので、本会の活動や滝山城跡周辺の話題などを

タイムリーに掲載することができ、ブログの読者からも意見や感想をコメントを書きこむことができます。 
１０月２５日（土）時点のアクセス累計は、閲覧数 14,905、訪問者 4,014 と、約３か月の間に数多くの

閲覧がありました。（「訪問者」は）ブログを見た人数、「閲覧数」はブログのページを開いた数を表します） 
ブログは、本会ホームページのメニューの「ブログ」から入るか、次のＵＲＬからご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/npotakiyamajou 

   

 
   

清掃作業前の大手道 清掃作業を終えた大手道 

 

清掃作業活動の様子 

「久昌寺の城郭」 
境内から池（勧農池）越しに見
える山に「寺の城」があります 

「久昌寺の城郭」 
山腹の切岸と数本の堀切で構
築した簡素な構造の城です 

「浦山城」 
一方が深く切り立った崖の地
形を利用しています 

「浦山城」 

とても小さい山頂の曲輪は村
人たちの避難場所です 
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日付 時間 活動 内容など 

11 月 3 日 

(月・祝) 
10:00～１5:00 

「自然体験講座～滝山城跡の自然観察と

歴史探訪～」のガイド 
八王子市北部地区環境市民会議､エコひろば 

11 月 7 日(金) 9:20～11:20 滝山城跡見学のガイド 八王子市加住小中学校・中学部１年生 

11 月 16 日(日) 9:30～15:00 定例活動 本丸西・腰曲輪の景観維持 

11 月 19 日(水) 9:30～11:00 

00 

滝山城跡見学のガイド 八王子市役所主催「バスでめぐる施設見学」 

11 月 21 日(金) 9:30～11:00 滝山城跡見学のガイド 八王子市役所主催「バスでめぐる施設見学」 

11 月 30 日(日) 10:00～15:00 ｢八王子･３名城めぐり｣ 第２回 滝山城 滝山城跡群･自然と歴史を守る会主催 

12 月 21 日(日) 9:30～15:00 定例活動および清掃業務（山の神曲輪） 千畳敷北･腰曲輪の景観維持 

 1 月 18 日(日) 9:30～15:00 定例活動 小宮曲輪南･竹林の景観回復 

1 月 25 日(日) 10:00～15:00 ｢八王子･３名城めぐり｣ 第 3 回 八王子城 滝山城跡群･自然と歴史を守る会主催 

2 月 15 日(日) 9:30～15:00 定例活動 小宮曲輪南･竹林の景観回復 

2 月２８日(土)～３月１日(日) 第２回 城郭学習会 安土城､観音寺城 

3 月(未定) (未定) (仮称)｢滝山城跡･自然体験教室｣ 八王子市加住小中学校・中学部 3 年生 

3 月 15 日(日) 9:30～15:00 定例活動 小宮曲輪南･竹林の景観回復 

◎定例活動日（毎月第３日曜日）が雨天中止の場合は、翌週の第４日曜日に順延する。 

◎準･定例活動日が雨天の場合は中止する。 

１２．平成２６年１１月から平成２７年３月までの活動予定 

  平成２６年１１月から平成２７年３月までの活動予定をお知らせします。 

１１月は滝山城跡見学のガイドが５件ありますので、ガイドのご協力をいただける方はお願いします。 

なお、活動予定は都合により変更になることがありますので、ご注意ください。                    

１０．八王子・３名城めぐり（浄福寺城実踏調査） 
今年度は「八王子・３名城めぐり」という新しい事業を行います。北条氏照が居住していた八王子市内の３

城（浄福寺城・滝山城・八王子城）を３回に分けて参加者を募集してガイドするものです。  
滝山城以外での城跡ガイドは本会にとって初めての企画ですので、浄福寺城のコース確認とコース整備を兼

ねた実踏調査を９月２１日（日）に実施しました。１０月２６日（日）の本番に備えて、会員が浄福寺城の遺
構を確認するとともに、２台の刈り払い機や鋸、鎌を使い、コース上の雑木・雑草・枯枝などを処理して、参
加者の安全を確保するとともに、城郭遺構を明確にすることができました。 

 

 

１１．新規入会会員のご紹介 
上半期（４月～９月）に新規入会された会員をご紹介します。よろしくお願いいたします。 
 

お名前 お住まい 入会日 

唐 沢 秀 幸 さん あきる野市入野 2６年４月 １日 

長 嶺 幸 雄 さん 福生市熊川 2６年４月 ９日 

稲 用  章  さん 八王子市高尾町 2６年９月２８日 

 

   
北側尾根にある数ヶ所の堀切は、急傾斜で
高低差があることを確認しました 

刈り払い機、鋸、鎌などの武器を手にした
屈強部隊が浄福寺城攻めにかかります 

 （平成２６年１０月３１日現在） 

参加者の安全を確保するため、コース上
にある雑草を鎌で刈っていきます 

 


